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主要な技術課題 (GRAND CHALLENGES) 

短期予測(2009 年まで）と長期予測（2010 年以降） 

概要 (Overview) 

 2001 年版 ITRS においては、技術要求項目が赤で塗られた「Red Brick Wall」と呼ぶ、ムーアの微細化法則が成り

立たなくなる要因が、2005 年あるいは 2006 年付近に存在することを報告した。しかし、その後、業界における不断

の努力は、いくつかの要因については、これを先送りすることを可能とした。リソグラフィの章では、光リソグラフィを

延命する有力な候補として「液浸リソグラフィ技術」が述べられるが、これが良い例である。一方、PIDS および FEP
の章では、「痛みを分かち合う」方針のもと、各デバイスパラメータの注意深い最適化が行われ、その結果、

MOSFET の性能はまだ改善できることが明らかにされる。しかしながら、今後とも微細化を続け、これを LSI 業界の

継続的発展につなげるには、まだ解決すべき技術課題は多く残っている。 
 本章では、各 ITWG が「困難な技術課題」の章で選んだ技術課題を集約し、それをさらに「主要な技術課題」のタ

イトルのもと、まとめなおしている。本章の目的は、読者に対し、技術課題の全体的なイメージを提供することにある。

これらの主要な技術課題は、高性能化要因と低コスト化要因という、二種類の要因からまず論じられる。それらは、

さらに短期的（2003 年から 2009 年）と長期的（2010 年から 2018 年）な時間軸に分けて述べられる。 
 Table B を見ると、この時間軸での分類になっていることが分かろうが、同時に読者は、長期の初めの 2010 年は

hp45nm ノードの出現年でもあることにも気が付かれるであろう。その結果、ITWG の中には、短期的時間軸の中に

2010 年を含めて議論しているところもある。これは技術ノードごとに議論する方が分かりやすいからである。通常、

表の数値は技術ノードで議論され、その中間にあたる年では数値は内挿される。 
 

短期予測（2009 年まで） 

性能の向上 
高性能トランジスタにおける性能と消費電力 ［プロセスインテグレーション、デバイス、構造］  

高性能用途のトランジスタのゲート長の急激な微細化により、デバイスパラメータの最適化が極めて困難

になりつつある。短チャネル効果抑制のための極浅接合形成は、寄生抵抗の著しい増大を伴う。チャネル不

純物の高濃度化によるキャリア移動度の劣化は、ドレイン電流を低下させる。その一方で、正確な不純物分

布の制御が必要である。更に、チャネル中の不純物の統計的ゆらぎにより、トランジスタのしきい値ばらつ

きを増加し、電源電圧がスケーリングされる中で回路設計を難しくさせる。一方、急激なCV/Iの向上要求の

ためにゲート絶縁膜の薄膜化が進む。ゲート絶縁膜に用いられている酸窒化膜の、薄膜化によるゲートリー

ク電流の増大のため、2007 年ころから高誘電率材料がゲート絶縁膜に使われる。ドレイン電流の要求値を満

たすことと微細化に伴う短チャネル効果の抑制のため、歪 Si、メタルゲート、薄膜 SOI MOSFET、FinFET
のようなマルチゲートMOSFET など、”テクノロジーブースター”と呼ばれる種々な革新的技術の導入が必須

となっていく。これらの課題に対する対策は、特に消費電力の抑制のため、回路の設計やアーキテクチャの

工夫と同時に進めることが重要である。 
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低消費電力用トランジスタにおける性能とリーク電流 ［プロセスインテグレーション、デバイス、構造］ 

携帯用機器などの待機時低消費電力(Low Stand-by Power; LSTP)用途においては、リーク電流の抑制が強く

要求される。一方、動作時低消費電力(Low Operation Power; LOP)用途においては、低電源電圧でのトランジ

スタ性能の向上が要求される。これら待機時低消費電力および動作時低消費電力用途において、ゲート絶縁

膜に使われている酸窒化膜のリーク電流が近い将来許容値を超えてしまうため、早くて2006年から高誘電率

材料によるゲート絶縁膜が必要になる。また、待機時低消費電力用途においては電源電圧の緩やかなスケー

リングのため、トランジスタ構造の最適化が難しくなる。前節で述べた”テクノロジーブースター”の導入と、

回路の設計とアーキテクチャの工夫による電力制御がここでも重要になる。 

 
新規ゲート･スタックおよびその材料 ［FEP］ 

ゲート長の継続的な短縮に当たっては、トンネルリーク電流が支配的になる領域においてもなお、ゲート長に比

例させてゲート酸化膜厚を薄くする必要がある。例えば MPU への応用では、2006 年にはゲート酸化膜の物理的

厚さが 1nm 以下になると予想されている｡仮に素子の信頼性の要求を満足しながら、酸窒化膜の厚さを 1nm 以下

にまでしたとしても、もはや低待機電力デバイス(LSTP)の厳しいリーク電流の要求値を満足することはできない。こ

のため、まず（2006 年頃に）LSTPへの応用に、続いて（2007 年頃に）MPUへの応用に、トンネルリーク電流を抑え

つつ、ドレイン電流を維持できる方法として、高誘電率（high-k）材料の導入が必要となる。どちらのケースにおいて

も、ゲート電極中の空乏層の厚さができるだけ少なくなり、ボロンの拡散が抑えられるように、ゲート電極とそのプロ

セスを最適化する必要がある。前者については、従来のポリシリコン電極に代えて、適切な仕事関数を有するメタ

ルゲートを導入する必要がある。このような材料の変更は、最も信頼性の高いゲートスタック構造の中心的役割を

長期にわたって担ってきたシリコン酸化膜／ポリシリコンゲートを用いる MOSFET 技術に対して、大きな変革を引

き起こすことになる。 
 
新規メモリ材料と CMOS プロセスの統合 ［FEP］ 

DRAM を単純にスケーリングすると、ストレージ用キャパシタの占有面積がどんどん小さくなってしまうが、信頼

性のあるメモリ保持性能を維持するには、キャパシタンス値が25－35 fFを下回らないことが必要となる。そのため、

例えば酸化アルミニウム、アルミネート（例えば HfAlOx）、タンタル酸化膜などの高誘電体(high-k)材料の導入が、

メモリ構造の3次元化とともになされてきた。キャパシタが薄くなることに伴う問題を避けるため、キャパシタ構造は、

メタル-絶縁膜-シリコン(MIS)構造から、メタル-絶縁膜-メタル(MIM)構造に移りつつある。しかしながら更なるスケー

リングのためには、より高い誘電体の材料を、より薄い状態で使うことのできるプロセスの構築が必要となる。これに

対してフラッシュ･メモリ･デバイスの場合にはスケーリングを継続的に進めつつ、書込み電圧を下げるには、より薄

いインターポリ絶縁膜とトンネル酸化膜の使用が必要となるが、このことはフラッシュメモリーにもhigh-k材料の導入

が必要であることを示唆している。FeRAM に用いられる強誘電体材料においては、スケーリングの問題とともに、

その応用分野を広げるために、このような材料を用いたプロセスインテグレーションにおいて、大きな変革が今後

も必要となる。 
 
線幅制御と Leff 制御 ［FEP とリソグラフィ］  

ゲート長の急激な微細化により、線幅(CD)の制御はリゾグラフィとエッチングで最も難しい課題の 1 つとなってい

る。特に、有効ゲート長(Leff)の寸法を微細化するのに一般的に使用されるレジストの側壁形状の制御とスリミング

が寸法制御を更に難しくしている。ゲート長が許容する 3σ のばらつきは、リゾグラフィとエッチングにより共有され

最適な割合で両者に分配されているが、許容量は両者の技術的限界に近づいている。更に、リソグラフィとエッチ
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ングで最適な制御を行っても、レジスト材料である高分子の特性にまで起因する LER(Line Edge Roughness)を抑え

ることが難しくなっている。また、線幅制御と LER の計測は測定精度と効率向上の面から、計測技術の新たな課題

となっている。 

 
光リソグラフィ用と光以降のリソグラフィ用マスク ［Lithography］ 

光リソグラフィ用マスクの精度と価格はリソグラフィの主要な関心である。MPU ゲート長の急激な微細化要求に追

従するために、ゲート電極製作時にレジストスリミングに加えポストエッチが適用されている。ゲート長の線幅制御

許容幅(CD Control)はエッチングとリソグラフィのプロセスで分配され、リソグラフィプロセスでのマージンが減少し

ている。更に、low-k1プロセスを達成するために MEF(Mask Error Factor)は増幅されることから、マスク描画時に今

以上に厳しい精度が要求される。現在のマスク描画装置ではロードマップから要求される精度を達成することが難

しくなっている。マスク価格の観点から見ると、OPC(Optical proximity correction、光学近接効果補正)などでマスク

検査が難しくなることや、マスク描画装置の価格の高騰や、微細化の影響によるマスク歩留まりの低下などがマスク

価格を大幅に押し上げている。NGL(Next Generation Lithography、次世代リソグラフィ)用のマスクに関しても、ペリ

クル問題の解決と無欠陥マスクを如何に達成するかが未だに明確になっていない。 

 
抵抗と誘電率を満足する新材料の導入 ［ 配線 ］ 

回路遅延を最小化するために低抵抗配線材料と同時に低誘電率材料の開発が極めて重要である。低誘電率材

料は機械的化学研磨平坦化（CMP）、ドライエッチ、実装など種々のインテグレーションプロセスに耐える充分な機

械的強度を有する必要がある。微細に加工された銅配線の比抵抗は 100nm 幅以下で銅とバリアメタルとの界面で

の電子散乱により上昇することが解っており、hp65 nm ノード（2007 年量産）におけるインターメディエイト配線の抵

抗には注意を払う必要がある。配線の高信頼性化のために多孔質低誘電率材料の空孔への効果的な染み込み防

止（ポアシール）と同様、極薄で低抵抗なバリアメタルの構築が重要である。 
 
量産性のある多層配線構造形成 ［ 配線 ］ 

配線での新材料と新プロセス技術の導入はそれらの組み合わせや相互作用で新たな懸案が生じている。界面

密着性、汚染、拡散、リーク電流などがその代表であり、また機械的化学研磨平坦化（CMP）による機械的損傷発

生は低誘電率材料の導入に影響を与えている。また多層配線構造の複雑さにより有効誘電率は低誘電率材料の

本来の誘電率から上昇している。低誘電率材料を用いた銅配線の故障メカニズムに関しても故障部検知、予想モ

デルと同時に明確化する必要がある。実装に関しては、配線、実装のアーキテクチャデザインの最適化不足が、シ

ステムとしての配線最適化を困難としている。 
 
電力管理 ［ 設計 ]  

低電力デバイスでさえオフ電力が（技術）ノード毎に10倍になるので、設計技術によって静的な電力を一定に維

持しなければならない。一方、高性能のMPUについては、消費電力が今後15年で、パッケージの限界を25倍ほ

ど越えることになるが、設計技術によって、電力限界に対応しなければならない。その結果として、効率的な電力

制御は、大規模集積回路（LSI）全体に渡って、高度で複雑な制御性を必要とする。加えて、電力最適化は、変化

する自由度を、同時にかつ完全に活用するものでなければならない。例えば、アーキテクチャ、オペレーティング

システム、ソフトウェアをガイドしながら、LSI のコアのブロックにおいて、複数 Vt、複数酸化膜厚、複数 Vdd を使っ

て、回路の動作電力状態を切り替えるといったものである。 
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5-40GHz へ適用する高周波回路のモデリング [モデリング・シミュレーション] 

インターコネクトの寄生効果や主インピーダンス解析に関する正確で計算効率に優れたモデルを開発する事

が最大の重要課題である。インターコネクトの２次元的、３次元的な効果は統計的なバラツキを含めて考慮されね

ばならない。シミュレーションでは多層誘電体膜を効率的に扱う必要がある。能動素子、たとえば HBT、CMOS、

LDMOST のコンパクトモデルが必要で、それらは準定常状態下の動作である効果や、周辺の寄生効果を含む必

要がある。受動素子、たとえばバラクタやインダクタ、高密度インターコネクトの容量、トランスフォーマ、電送線など

のコンパクトモデルが必要とされている。こうした RF 用コンパクトモデルのパラメータ抽出は、出来れば測定の手

間を最小限にするものである事が望ましい。モデルのパラメータはシミュレーションを使って標準的な I-V 測定、

C-V 測定とから抽出されねばならない。40GHz 帯に適用した際に３次の高調波成分が歪んだという結果はこのモ

デリング手法が 120GHz 程度までしか適用出来ない事を意味する。空間的にもより広範囲からの影響をモデル化

する事の重要性が増している。クロストーク、基板帰還パス、基板カップリング、電磁放射、熱的効果などがそうした

例である。こうした空間的に広い範囲から受ける効果は、そのパラメータをレイアウトから正確かつ効率的に抽出で

きる技術が必要とされている。出来れば、モデルとしては物理に立脚し、統計的なバラツキを計算効率よく扱える

のが良い。 
 
ナノ構造のためのフロントエンドプロセスのモデリング [モデリング・シミュレーション] 

これはデバイスの製造からその性能を予測する際に鍵となる技術課題である。この課題は、材料やデバイス

のシミュレーションを含んだ「究極のナノスケール CMOS シミュレーション能力」という大きな課題と、ある程度オー

バーラップする。フロントエンド・プロセス分野の最も重要で挑戦的な技術課題は極浅い接合形成のモデリングで、

これは非常に低エネルギーのイオン注入に始まり、ドーパントのアニールや熱拡散へと収斂する。浅い接合形成

に必要なサーマルバジェットは大きく減少するため、その工程は過渡的な様相が強まり、ドーパント原子と点欠陥と

の反応や拡散、特にこれらがクラスタを形成するダイナミックな過程に強く支配される。イオン注入誘起の点欠陥、

アモルファス化、再結晶化、シリサイド化現象は精密なシミュレーションを必要としている。チャネルのキャリア移動

度増加が必要な観点からは、応力が拡散や活性化に与える影響のモデリングが重要で、これは特に応力状態の

シリコンや SiGe、SOI 構造にとって重要である。モデル開発や、キャリブレーション、モデルの評価は、製造工程自

体の評価と同様に、膨大な実験の実施に加え、特にドーパントや点欠陥の２、３次元的な測定技術の大きな進展を

必要としている。 
 
低価格の生産 
最大品質における設計生産性のスケーリング ［ 設計 ］ 

搭載可能なトランジスタ数は、2 倍／2 年(DRAM)、または 2 倍／テクノロジノード（MPU）の比率で増加し、設計

複雑度も同様に増加します。製造技術の進歩に伴う設計複雑度の増加と同程度の割合で、設計生産性を向上させ

る必要があります。本課題に対する最も重要な解決策は、設計生産性向上と設計再利用です。チップ上の機能は、

品質（困難度）で正規化すると１ノードあたり２倍になります。しかし、アナログ／ミックス・シグナル設計は伝統的に

生産性の向上が困難であり、アナログ回路のプロセス間の再利用には大きな課題があります。このような課題を改

善するためには、アナログ／ミックス・シグナル用の合成・検証・テストを範囲とする新しい設計メソドロジの実現が、

是非とも必要です。組み込みソフトウェアの生産性も同様の比率で向上させる必要があります。チップ上のメモリ容

量は増加し、ハードウェアよりもソフトウェアで実現する機能が増加するためです。 
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高速シリアルインタフェース ［テスト及びテスト装置］  
高速インタフェースは新しい設計に急速に浸透してきている。ループバックテストだけでは、必要な製品の品質

レベルを達成するには十分でない。したがって、開発テスト及び量産テストを可能にするためのテスト手法と DFT 
(Design for Test) 手法が開発されなければならない。急激に増加するピン数とテストソケット数もまた主要な障害で

あり、何らかの対応策が必要である。これらの障害を克服しコスト効率の良い解を見つけるための研究開発が急が

れる。高速インタフェースのさらなる高速化とポート数の増加のトレンドにより、特性評価時における高速なアナログ

のソース／キャプチャ及びジッタ解析のための計測能力は継続的なニーズとなる。デバイスインタフェース回路に

よって、装置のバンド幅や精度が損なわれてはならない。特に高周波差動 I/O とアナログ回路においては、これは

ノイズを発生させないためにも重要である。 
 
高集積設計(SOC，SIP)のテスト ［テスト及びテスト装置］  

形状と消費電力に関する顧客の要求は、設計の集積レベルを著しく高める。ひとつのチップ上あるいはパッケ

ージ中に搭載される異なったクラスの回路の組み合わせにより、テストは急激に複雑になるであろう。このテストの

複雑さを低減するためには、よくできた整った構造的なDFTが必要である。特にSIPに対しては、コストの問題から

KGD (Known Good Die) と組み立て前テストに対してより焦点があたるであろう。SIP に搭載されるであろう、

MEMS、光素子、及びその他の新たなデバイスのテストも本質的な課題である。非積層チップに対する製造時の

修復がもうひとつの課題になるかもしれない。 
 
不良解析及び診断 [テスト及びテスト装置] 

物理的な不良解析の ROI (Return of Investment) を改善するためには自動化されたソフトウェア故障診断の性能

向上が必要である。特性評価機能としては指摘、位置特定、個々の欠陥タイプの識別が必須である。さらに精度と

スループットも向上されなければならない。例えば、スループットに関しては数日から数時間への改善が期待され

る。アナログデバイスに対する不良解析手法もまた重要な課題である。テストに関する複雑さを低減し不良の位置

特定を効率化するためには，DFTは不可欠である。欠陥タイプとその挙動は製造プロセス技術の進展とともに進化

しつづける。したがって，新たに発生する欠陥を扱うためには、既存のあるいは新たな故障モデルに関する基礎

研究も必要であろう。 
 
装置価格と研究開発費 ［リソグラフィ］  
リソグラフィは長い間半導体製造コストの大きな部分を占めてきたが、今後その状況はより顕著なものになるであろ

う。リソグラフィの短波長化により新しく高価な材料である蛍石(CaF2)を使用せざるを得なくなった。長期化する研究

開発と波長ごとの装置寿命が短くなることの組み合わせは露光装置の価格を押し上げる。一方、液浸技術の導入

により hp45nm ノードまで光露光技術の延命が可能となるが、マスク精度への要求は明らかに厳しくなる。更に、次

世代の露光装置に複数の候補があることが開発リソースの分断をもたらしている。これらすべての要素により今後

のリソグラフィで ROI(Return of Investment)の悪化を招くことが懸念されている。 
 
急激に変化する複雑なビジネスニーズへの対応 ［ファクトリ・インテグレーション］  
 急激に変化する複雑な顧客のビジネスニーズや、いろいろなタイプのビジネスモデル（例えば IDM：一貫デバイ

ス生産会社、ファブレス、ファンダリ、ジョイントベンチャ、アウトソーシング）への対応が、広範囲に必要になってい

る。現在多くの工場では、装置やソフトアプリケーションに対する膨大な数の新しく、複雑な課題を統合しなければ

ならなくなっている。重要な課題としては、信頼性や生産性を高く保って、工期を短縮する課題がある。これは、多
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くのファクトリ・インテグレーションの主要な課題に通じている。設計、マスク、FEOL/BEOL、テスト、組み立てなど

のすべての領域を跨いだ情報の交換や制御のシステムを構築することは、非常に重要になっている。生産計画を

最適化するために、いろいろなパラメータを使って工場の能力をモデル化して求めることは、基本的要求になって

いる。また、工場の製造プロセスの高いレベルでの可視化を実現することは、顧客の増加しているいろいろな要求

に対しマッチングした施策を見つけ出すために重要である。 

 

65nm＆45nm ノード時代のプロセス要求へのマッチング ［ファクトリ・インテグレーション］  
 65nm や 45nm ノード時代の信頼性を保証する製造システムの構築の仕方は、明確になっていない。許容される

プロセスバラツキの巾は減少し、難しい目標が増加している中で、プロセス制御は、多くのプロセスモジュールで

本当に難しくなっている。工場へ導入する次世代のリソグラフィ技術をまとめていくためには、扱いにくい複雑な課

題をいくつも解決していかなければならない。製造プロセスを安定させるためにいろいろなパラメータを制御し、製

造工期を短くしながら満足いく製造品質を達成するような、すばらしいシステムが、実現されなければならない。 

 
チップとパッケージの統合設計に対応したツールと方法論 ［アセンブリとパッケージング］ 

 アセンブリ＆パッケージング技術は、最終製品の動作周波数・消費電力・複雑性・形状因子・信頼性・コストに重

要な影響を持つので、非常に重要になっており、LSI 技術競争に影響を及ぼす要因となっている。チップとパッケ

ージレベルでの協調設計は、設計開発期間を含む、システムに対する強い要求事を満足させるために必要である。

これを達成するために、電気特性や放熱特性および熱機械的ストレスを正確に予測出来ると同時に、物理的レイア

ウトやコスト及び環境への影響を検討するためのシミュレーションツールと方法論の確立が必要である。このモデリ

ングとシミュレーションは、広範囲に亘る経験を必要としないので、本質的に時間とコストを節約する事が出来る。こ

の要求は特に RF やミックスドシグナル応用で強い。この分野では、相互配線接続のインダクタンスやキャパシタン

スが重要な設計因子となっており、低コストの高帯域製品が短期間での製品化（short time-to-market）要求によって

次々と製品化されている。商用の自動設計（EDA :Electronic  Design Automation）サプライヤからの支援が必要不

可欠である。 
 
化学薬品と材料に関するアセスメント（評価）［ESH］ 

新規の化学薬品、材料、工程の製造へ急いで導入する際、新規の化学薬品、材料が人間の健康に新たな有害

な影響をもたらすことなく、製造において利用できるようにするため、簡単に使用できる新しい評価方法が必要とな

る。 ＥＳＨの面における影響を評価し、定量化するための手法が要求されているにもかかわらず、現在は工程で

の実施をすみやかに行うことの方に焦点が合わされている。 
 

資源の節約 ［ESH］ 
半導体産業が成長し、その技術が微細化や大口径化に向かって前進して行くにつれて、自然の成り行きとして

水、エネルギー、化学薬品、そして材料の使用量が増加していくことになる。 資源の節約は、主に使用効率、コス

ト削減、製造場所、維持可能性、そして廃棄物処理に関わってくる。 したがって資源効率の良い多種多様な製造

装置を開発していく必要がある。 
 
製造やテストのための設計とシステマチック歩留り ［Yield Enhancement］ 

プロセス能力を最大限に生かすように IC 設計は最適化されていなければならず、またテストや診断が可能でな

ければならない。これまでの歩留り立上げを将来も達成するには、システマチック歩留り（SMLY; Systematic 
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Mechanism Limited Yield）の理解が絶対に必要である。システマチック歩留りモデルの開発を経て、プロセスと整

合した設計、製造のための設計、テストのための設計、診断のための設計が完成するだろう。 
 
高アスペクト比パターン検査 ［Metrology and Yield Enhancement］ 

ダマシンのような高アスペクト比構造の技術を制御することは、計測技術にとっての課題である。重要な要求は、

Cu 配線中のボイド検出とパターン形成後の低誘電率膜中のポアサイズ分布の計測である。わずかな量のボイドや

大きめのポアを検出できる、高速かつ低価格な装置の開発が必要である。ポーラスな低誘電率膜で作られた高ア

スペクト比構造での CD 計測や、コンタクト／ビア／トレンチ側面に関する 3 次元情報が必要である。こうした測定

は、下にある多層膜によって影響を受けるので、複雑さが増して行くだろう。ダマシン溝の底や底付近の欠陥を検

出することは主要な課題で有りつづけるだろう。しかも高感度と高スループットが要求されるので、この課題はより

困難なものになる。そのため、こうした技術要求を満たす高速かつ低価格な検出装置が必要とされる。 
 
見えない欠陥の原因究明と製造やテストのための設計 ［Yield Enhancement］ 

水平面内や層間での不良のサイズを決めることが難しくなるので、不良特定の複雑さは指数関数的に増大する

ことが予想される。検出可能な物理痕跡を残さない回路不良を解析することは特に難しい。そのため、このような見

えない欠陥を分離特定できる新しい解析装置や技術が必要である。現在の IC 設計は所与のプロセス能力に対し

て最適化され、テストや診断が可能になっているが、電気的不良の原因になる多くの欠陥は未だインラインでは検

出できない。歩留りを最大化できるように、設計とプロセスを整合させることができる手法が必要である。 
 
工場および会社規模での計測統合 ［Metrology］ 

複雑化したデバイスを製造するために、実時間／その場／統合化／インライン計測が必要である。頑丈なセン

サ（robust sensors）、プロセスコントローラ、それにデータ管理方法の継続的な開発によって、センサの追加統合が

可能となるだろう。プロセスコントローラとデータ管理の標準規格が必要である。大量な生データを半導体製造プロ

セスの歩留り向上に有用な情報に転換することが必要である。トレンチエッチング時の終点検出、イオン注入時の

イオン種／エネルギ／ドーズ量（電流）、および RTA 処理時のウェーハ温度に対して、より良いセンサの開発が必

要である。 
 
シリコンウェーハ等の基板（starting materials）に関する計測 ［Metrology］ 

SOI のような新しい基板の導入によって、問題となるレベルの不純物（特に微粒子）が検出できなくなる、あるい

はウェハ周辺部の検査除外領域が広がるなどの影響がでる。特に、CD 計測、膜厚測定、欠陥検査に関しては、薄

い SOI の光学的性質や電子・イオンによる帯電の影響を受ける。SiGe や歪シリコンの計測では、このような課題は

より複雑なものになる。現在の計測技術では、ロードマップの目標レベルを達成できない。極微小粒子の検出とサ

イズ分類が必要である。SOI ウェハ、SiGe、歪シリコンに対する性能向上が必要である。こうした課題は、SOI 構造

および表面での余分な散乱に起因して生ずる。 
 



8  主要な技術課題／困難な技術課題 
 

 

THE INTERNATIONAL TECHNOLOGY ROADMAP FOR SEMICONDUCTORS:  2003 

長期予測（2010 年から 2018 年） 

性能の向上 
増大したドライブ能力を持つノンクラシカル CMOS の導入 ［プロセスインテグレーション、デバイス、構

造］  
MOSFET のゲート長を 20nm 以下まで微細化していくためには、トランジスタ構造はマルチゲートタイプ、薄膜

SOI MOSFET のようなノンクラシカル CMOS へと変わっていく可能性が大きい。これらの構造においては、歪 Si
による移動度増大、エレベーテッドソース/ドレイン、高誘電率ゲート絶縁膜、メタルゲートなど種々な”テクノロジー

ブースター”が同時に導入されていく。10nm 以下の Si 厚の薄膜SOI MOSFET では、種々な量子効果が電気的特

性に影響する。ロードマップの終点に向けてトランジスタはバリスティック動作の割合が増加し、電流は現状とは違

ったパラメータで増大する。最適なトランジスタ構造を選択するには、それらの物性の理解、コスト的に有利なプロ

セスフロー、回路方式の構築が重要である。 

 

CMOS 後のデバイスの鑑定、選択、導入 ［プロセスインテグレーション、デバイス、構造］  
CMOS ロードマップが終わった後に、情報処理のためにどのようなデバイスが現れるかは全く不明である。しか

し、プラットフォームとして CMOS アーキテクチャが引き続き使われていくことが予想される。CMOS 後のデバイス

はこのプラットフォームにある機能、性能を付加する形で集積化される。この理由は、スピード、消費電力、コストに

おいて完全に CMOS に置き換わることができるデバイスがまだ見つかっていないためである。この予測は特に室

温での動作に限定すると更に確度は高い。従って、CMOS後のデバイスは、システム性能をCMOSだけで達成可

能なレベルから大幅に向上させることを期待されている。 

 
光以降のリソグラフィとマスク技術 ［リソグラフィ］  

液浸リソグラフィ技術は従来の光リソグラフィ技術をhp45nmノードまで延命する可能性を示したが、それ以降のリ

ソグラフィはまだ論争中である。光リソグラフィ以降の候補として EUVL(Extreme Ultra-Violet Lithography)、EPL 
(Electron Beam Projection Lithography、電子投影リソグラフィ)、ML2 (Mask-Less lithography、マスクレスリソグラフィ)
が上げられており、更に 2003 年版で新たに Imprint (インプリント)が加えられた。これら技術はそれぞれがまったく

異なる新たなインフラストラクチャの整備を必要とし、その総研究開発コストが製造コストを押し上げることになる。マ

スク技術に関しては無欠陥マスク、オーバレイ計測、欠陥検査、マスクリペアーの開発が鍵になる。 

 
グローバル配線スケーリングを考慮した解の提案 ［ 配線 ］ 

従来の配線スケーリング手法ではもはや今後の配線性能要求を満足することはできない。低誘電率材料を有し

た銅配線を越える解を探り見つけるためには、新たな発想の設計、パッケージ、従来とは異なる配線技術とともに、

新材料の開発が必要である。新規な配線技術とは例えば三次元配線、RF/マイクロ波、光配線などである。 
 
ノイズ管理 ［設計］  

電源電圧が技術ノードごとに 20%低下するため、機能デバイス（ビット、トランジスタ、ゲート回路など）と製品

（DRAM、MPU など）の設計において、ノイズ感度の改善は大きな課題になりつつある。この感度については、低

電力デバイスにおいて、ノイズに対する余裕が少ないことにより、より明白に見えてくるようになってきている。ノイ

ズについては、配線間のカップリング、電源電圧の IRドロップと接地レベルの揺れ、温度上昇のデバイスOFFリー
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クへの影響と配線抵抗への影響、相互インダクタンス、基板ノイズ、単発の誤動作現象（アルファ粒子）、ダイナミッ

ク論理回路群の使用拡大といったことが大きく影響している。そのため、モデリング、解析、推計といった作業が

LSI 設計の全てのレベルで行われなければならない。 
 

低価格の生産 
誤り耐性を持つ設計 ［設計］  

設計の複雑性をスケーリングし、トランジスタ数を増加させることは、故障発生の確率を増加させる。この場合、信

号、論理値、デバイス、配線において生じる一時的な故障あるいは、恒久的な故障において、100%の正確さという

要求を緩めることで、製造、検証それに試験のコストを削減できる可能性がある。解決策候補は、適応的でかつ自

己修正/自己修理型の回路、それにオンチップでのリコンフィギュアの機能を使うことである。 
 
300 mm 以降の代替基板材料 ［フロントエンド･プロセス］  

継続的な生産性向上のためには、次世代において広い面積を持つ基板材料を必要とする。今までの傾向から

は、新規の基板材料は、例えば450 mmのような現世代の300 mm基板の倍の面積となることを示唆している。しか

しながら、従来のCzochralski引き上げ法、ウェハのスライス、ポリッシングプロセスが300mm以降においても、利用

可能かどうかは不明である。次世代の基板が、バルクシリコンでなく、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)となること

もありうる。いずれにしても、低コストの 450mm ウェーハのためには研究が必要である。現在の予想に基づくように

450mmのウェハを 2011 年に使えるようにするためには、ウェハ製造のための開発を、その 8 年前に相当する2003
年には始めている必要がある。 
 
化学薬品と材料の ESH デザインと測定方法による管理 ［ESH］ 

装置設計技術者と装置の使用者は、将来導入される可能性のある新規の化学薬品や材料の ESH 指標に関する

タイムリーな情報を必要としている。 この情報は、（半導体製品の）機能と ESH の面における影響-反応物の排出、

健康、安全面での性質、装置及び他の化学成分双方との発火性や反応性のような適合性に関する-にとって最適

な化学薬品や材料を適切に選択する上で欠かせないものである。 製造工程が開発され、製造に導入された後で、

ビジネスに与える不必要な影響を最小限にしながら、上記のことを実施することが可能なはずである。 ESH デザ

インと測定方法が一体化して機能するために、材料や工程が ESH に与える影響度が最も低いことを決定する方法

が開発される必要がある。 
 
新材料とそのインテグレーションに対応する歩留りモデルの開発 ［Yield Enhancement］ 

将来のプロセス技術に関する情報が現実的なものになる度に、装置許容欠陥数は定期的な再評価と更新が必

要である。システマチック要因（電気的特性や回路マージン等）による歩留り低下だけでなくランダム欠陥起因の歩

留りの観点でも、歩留モデルの開発にあたっては、今後の技術ノードに向けて、複雑なプロセスインテグレーショ

ンを考慮してゆく必要がある。その結果、モデル化に際しては、パラメータに対する感度の向上、複雑なインテグレ

ーションの問題、極薄膜の品質、回路設計の影響、搭載トランジスタ数密度の増加を考慮に入れる必要がある。 
 
非破壊の生産用計測技術 ［Metrology］ 

よく知られているように、表面帯電およびコンタミネーションは SEM 像形成時の障害となる。CD 測定ではパター

ン側壁の形状を考慮しなければならない。加えて、ダマシンプロセスではトレンチ構造の CD 測定が必要である。

一方で、ステッパの焦点と露光量やエッチバイアスのようなプロセス制御には高精度化と3次元対応が必要となる。
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その結果、ウェーハおよびマスクに関する CD 測定／重ね合わせ精度測定／欠陥検出に使用する非破壊顕微鏡

観察技術（帯電や汚染の無い）が必要になる。更に、テーパー形状やアンダーカット形状のゲート電極、トレンチ、

高アスペクト比キャパシタ、コンタクトなどの 3 次元構造の解析技術が必要である。 
 
新材料に関する電気特性とプロセスのモデリング ［モデリング・シミュレーション］ 

技術開発の時に導入される新しい材料が増加し，そうしなければスケーリング則を維持することが出来なくな

っている。積層構造のゲート材料、インターコネクトの材料、そしてフォトレジスト材料について特に著しい。その結

果、製造装置、プロセス、デバイス、回路用のモデルはこれらの新材料に対応しなくてはならない。さらに言えば実

験作業を減らすために，計算機による材料科学が開発され、新材料を選択する時の評価に適用して貢献できる様

にする必要がある。この主要な技術課題はモデリング・シミュレーションの章の大部分で出現する。 
 



11  主要な技術課題／困難な技術課題 
 

 

THE INTERNATIONAL TECHNOLOGY ROADMAP FOR SEMICONDUCTORS:  2003 

困難な技術課題 (DIFFICULT CHALLENGES) 

Of the International Technology Working Groups 
 

システム・ドライバと設計 

チャレンジ ≥50nm/2009 年まで 課題の要約 

シリコンの複雑性： 

デバイスと配線 

All－リーク電力の指数関数的な増大 

S,P,A－電力密度と電力供給 

All－テクノロジおよびライブラリのキャラクタライズ 

S,P,A－高周波ノイズの解析 

S,P,A－伝送線路を使った配線 

S,P,A－高周波ノイズの解析 

All－eDRAM, eFPGA, SiGe, 光学素子(optical), MEMS 

システムの複雑性： 

状態数、設計多様性 

S,P－状態数が爆発的に増大する状況におけるシステムの検証 

S,P,A－同時並列的に多数要因の解析と最適化を行うこと 

S,P－拡張性のあるアルゴリズム 

S,A－アナログとデジタルのミックスド回路に対する設計とテスト 

All－複雑なパッケージ解析 

S,A－アナログとデジタルの設計ツールを統合すること 

生産性 S－第3 者設計の部品を集積すること 

S,P－設計ツールの相互運用 

S,P－早い時期の解析と検証の方法 

タイム･ツー･マーケット S,A－プラットフォーム・ベースの設計をサポートすること 

S,P,A－並列処理を活用すること 

チャレンジ＜50nm/2009 年以降  

製造性 

 

All－チップ間のバラツキ 

All－波長以下のマスク補正 

    （位相シフトマスク、光近接効果補正、解像度向上技術） 

All－歩留りと製造性を考慮した設計技術 

All－設計と製造のデータを共有するための標準 

システム・レベル設計 S－ハードウェア/ソフトウェア（HW/SW）の共通的な表現 

S－SW 合成、SW/HW の最適化 

 

この表は、上の４つのトレンドを含む設計プロセスの進歩に向けたチャレンジをまとめたものである。各々のチャレンジには、最も関連のあるシ

ステムドライバの項目、S－システム・オン・チップ、P－マイクロプロセサ、A－アナログ・ミックスドシグナル、M－メモリ、をラベル付けしてい

る。 
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Test and Test Equipment 
Five Difficult Challenges  

≥45 nm/Through 2010 
Summary of Issues 

高速デバイスインタフェース 主な障害は高周波多ピン型のプローブとテストソケットへのニーズであろう。寄生インピー

ダンスを低下させながら低コスト解決策を可能にする研究開発を緊急に必要としている。 

高速シリアル･インタフェースの速度とポート数のトレンドは、その特性を把握するための高

速アナログのソース/キャプチャ、及びジッタ解析機器の能力をドライブしつづける。製造

のために、DFT/DFMの各手法を開発しなければならない。 

特に高周波差動I/O及びアナログ回路の場合は、デバイスインタフェース回路が設備のバ

ンド幅と精度を劣化させてはならない。さもないと、ノイズが発生する。 

高度集積化設計 内蔵コアへのテストアクセスを可能にするには高度構造型DFTアプローチが必要となる。

DFTと組込みセルフテスト(Built-in Self Test: BIST)を使用してテスト可能にする際に、特別

な注意を個別のコアに払う必要がある。 

テストインタフェース要求傾向と緩慢だが常に増加している機器能力傾向の両方を単純化

するため、アナログDFT及びBIST手法を成熟させなければならない。 

ノイズが発生するデジタル回路を多数含んでいるテストチップの場合、それに加えてRF回

路とオーディオ回路が含まれると、テストは大きな目標となる。 

高度に複雑な設計のテスト開発時間を短縮するために、DFTは、再使用可能設計型コアに

ついてテストの再使用を可能にしなければならない。 

信頼性スクリーニング 既存の方式は限られている（バーンイン対熱暴走、IDDQ対バックグランド電流の増加）。 

新たな初期不良欠陥の加速ストレス条件を特定するには、研究が必要である。 

製造テストのコスト 製造テストのコスト削減にはテストセルスループットの向上が必要である。機会としては、広

範な並列テスト、ウェーハレベルテスト、ウェーハレベルバーンイン、その他を含む。目標

には、デバイスのインタフェース/コンタクト（interfacing/contacting）、電力管理、熱管理を

含む。 

少ピンテスト、設備の再使用、テスト時間の短縮を含む低コスト製造テストソリューションを可

能にするため、デバイステストのニーズをDFTにより管理しなければならない。 

テスト開発期間の短縮のため、自動テストプログラム生成が必要である。テスト内容の再使

用と小回りの利いた生産のため、テスト標準が必要である。 

モデル化とシミュレーション プレシリコンテストの開発を可能にし、高価なATE上での高コストなポストシリコンテスト内容

の開発とデバックを最小にするために、ATE、デバイスインタフェース、DUTなどの正確

なロジックとタイミングのシミュレーションが必要となる。 

チップにおける信号精度と電力品質を確保するため、高性能デジタル及びアナログI/O及

び電力の要求はテスト環境シミュレーション能力に大きな改善を必要とする。 

インタフェースの設計を可能にするため、設備のサプライヤはピンエレクトロニクス、電源、

デバイスインタフェースなどの正確なシミュレーションモデルを提供しなければならない。 
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Test and Test Equipment Difficult Challenges (continued) 

Five Difficult Challenges 

<45 nm/Beyond 2010 
Summary of Issues 

DUT ‐ATE インタフェース 光学的な及び他の破壊的な技術のためのプローブ可能化。 

フルウェーハコンタクトを含む大規模な並列テストのサポート。チップサイズの縮小と回路密

度の増大はチップの熱密度の大幅な上昇を推し進める。製造スループットを最大にする

並列テストを可能にする要望により、この問題は更に拡大する。ウェーハプローブとコン

ポーネントテストには新たな熱制御手法が必要となる。 

インタフェースとテスト装置による接触しないでデバイスピンのテストを可能にするDFT。 

テスト方式 新たなDFT 手法（スキャン及びBISTが過去20年以上主流である）。 制御と観察用の新しい

テスト方式が必要である。設計の階層を利用してテストを開発しければならない。 

テストインタフェース要求傾向と緩慢だが常に増加している機器能力傾向の両方を単純化

するため、アナログDFT及びBIST手法が成熟しなければならない。 

新たな故障モデル、故障解析、決定論的なテストをサポートするため、ロジックBIST 手法

は進化しなければならない。 

機能、適用範囲、コスト、回路性能、ATPG性能などを考慮に入れて、 DFT挿入用の EDA 

ツールはDFT選択をサポートしなければならない。 

欠陥解析 製造プロセス技術において、欠陥のタイプと挙動は進化しつづけている。新しく現れる欠陥

に対応するため、既存及び新たな故障モデルにおける基礎研究が必要である。 

効率の向上及びテストに伴う設計複雑性の低減のために、先進の故障モデルとDFT挿入

に対するATPGの容量と性能に関してEDA ツールに大きな進歩が必要である。 

故障解析 多層メタルプロセスにおける欠陥のリアルタイム解析が必要である。 

アナログデバイスに対する故障解析方式を開発し、自動化しなければならない。 

破壊式の物理検査プロセスから主に非破壊式の診断機能への移行。特性評価機能は個別

の欠陥タイプを識別･特定･区別しなければならない。 

破壊的なデバイス技術 MEMS及びセンサ用の新たなテスト方式の開発。 

先進的/破壊的なトランジスタ構造用の新たな故障モデルの開発。 
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プロセスインテグレーション、デバイス、構造 

(無線通信用 RF、ミックスドシグナル技術と新探求素子を含む) 

課題 ≥45 nm/2010 年まで 課題の要約 

1. 高性能用途：微細な MOSFET での性

能と消費電力の要求の両立 

コスト低減、プロセス制御、リーク電流の抑制を踏まえた極薄酸窒化ゲート絶縁

膜の信頼性確保。 

微細な MOSFET の短チャネル効果の抑制。 

微細な MOSFET に必要な高チャネル濃度に起因した負のインパクトの低減、不

純物の統計的ゆらぎによるしきい値制御。 

ソース/ドレイン部の寄生抵抗の低減 

急激に増加するリーク電流に対応するためのスタティックの電力の制御。回路設

計、アーキテクチャの革新。 

2. 低消費電力用途：微細な MOSFET で

の性能とリーク電流要求の両立 

ゲートリーク電流と性能要求を満たすための量産可能な高誘電率ゲート絶縁膜

の確保。 

待機時低消費電力用トランジスタの電源電圧の緩やかなスケーリングに起因す

るトランジスタの微細化の難しさ。 

動作時低消費電力用トランジスタの電源電圧の急激なスケーリングに起因するト

ランジスタの微細化の難しさ。 

3. 種々な新材料、プロセス、デバイス構

造の信頼性確保と比較的短期間で量産へ

の移行 

2008 年くらいまでに種々な材料の導入（高誘電率ゲート絶縁膜、メタルゲート、

歪Si、ニッケルサリサイドなど）。 

エレベーテッドソース/ドレイン構造（選択エピ）。 

2008 年くらいまでに薄膜SOI MOSFET、その後にマルチゲート構造。ミッドギャ

ップ付近のメタルゲートは薄膜SOI MOSFET のしきい値制御に必要。 

タイムリーな新材料、新プロセス、新構造の信頼性保障。 

4. 微細な DRAM、SRAM、不揮発性メモ

リ(NVM) の導入 

DRAM —微細化しても十分な蓄積電荷の確保。高誘電率キャパシタ、アクセス

用トランジスタ設計、トータルで十分低いリーク電流、要求スピードを満足する

ビット線とワード線の低シート抵抗材料。 

SRAM—十分なノイズマージンの確保と微細化に伴う不安定性の抑制。微細化

によるリソグラフィと加工の難しさの克服。 

NVM, Flash—トンネル絶縁膜とポリ Si 電極間絶縁膜の薄膜化。膜の特性と寸法

制御がキー。 

NVM, FeRAM—強磁性体の特性と寸法の制御。LSI 製造プロセス温度と条件に

対しての感度低減。 

NVM, SONOS—ONO スタック寸法制御と、窒化膜中のトラップの空間的、エネ

ルギー的分布などの薄膜特性制御 。  

NVM, MRAM—磁性材料の特性制御と寸法制御。LSI 製造プロセスの温度と条

件に対しての感度低減。 
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5. 高性能化、低コストRF、アナログ/ミ

ックスドシグナルの解  

信号の分離 

微細RF/アナログ CMOS デバイスの最適化：ミスマッチ、1/fノイズ、高誘電率ゲ

ート絶縁膜を用いてのリーク抑制 

高密度受動素子と新材料の導入：インダクタの Q 値、キャパシタ用にマッチング

と線形性の向上 

電源電圧の低減：SNR (signal-to-noise ratio) と信号歪特性 

微細化による耐圧の低下 

基地局向けに、高耐圧高周波デバイス 

熱伝導率が高い化合物半導体基板と低コスト化に向けたプロセス装置 

課題の詳細議論については、無線通信用 RF 技術 と アナログ/ミックスドシグ

ナル 技術の項を参照。 
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プロセスインテグレーションの課題（続き） 

課題<45 nm/2010 年以降 課題の要約 

6. ドライブ電流が大きく、短チャネル効果 が

抑制されたノンクラシカル CMOS の導入 

ゲート長を 20nm 以下にスケーリングするため、低濃度にドーピングされ

たノンクラシカル CMOS(マルチゲート、薄膜SOI MOSFET)が必要。 

歪Si チャネル（移動度の増大）、エレベーテッドソース/ドレイン、高誘電

率ゲート絶縁膜、メタルゲートなどが、ノンクラシカル CMOS に使われ

ることが必要。 

微細で、Si膜厚を10nm以下にした薄膜SOI MOSFETがロードマップの

終わりに向けて必要。量子効果を取り入れた特性の把握が必要。 

微細MOSFET での十分なドライブ電流の確保のために、準バリスティッ

クなキャリア輸送による高飽和速度の実現。 

詳細は新探求素子の項を参照。 

7. ゲート長20nm以下のMOSFETにおける

原子レベルのゆらぎと統計的プロセスばら

つきの取り扱い。 

量子効果を含むゲート20nm以下のMOSFETの原子レベルの統計的

ゆらぎの理解。 

8. 新メモリ構造の理解、選択、導入。 高密度、高速、不揮発性メモリが強く望まれる。 

DRAMは微細化に向けて難しさが増大。特にリークを抑制したキャ

パシタ膜のスケーリングがセルエリアファクタのスケーリングの

ために必要。 

現状の不揮発性メモリの限界は薄膜の物性に起因。新材料の導入と

新プロセスの開発が必要。 

詳細は新探求素子の項を参照。 

9. 高性能多層配線技術の理解、選択、導入。 銅配線/低誘電率層間膜は、速度と消費電力の点で今後要求を満たす

ことができなくなることが予想される。 

光通信、マイクロ波/RF、などが代替できるかは今の段階では不明。 

10 ロードマップの終わりかその後に向け

て、情報処理用にCMOS後のデバイスとア

ーキテクチャの理解、選択、導入。 

プロセス、材料、デバイス物理などにおいて、大きな変化。 

性能、消費電力などにおいて、CMOS後のデバイスはCMOSの限界

を大幅に超えることが要求される。 

CMOS後のデバイスはCMOSのプラットフォームに集積される必要

がある。これらの二つの技術のインテグレーションは、特にミック

スドシグナルで難しい。 

詳細は新探求素子の項を参照。 
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フロントエンド･プロセス 

MPU/ASIC物理ゲート長 ≥ 20 nm、 

2009年まで 

課題の要約 

新規ゲート･スタック･プロセスおよび

材料 

デバイス信頼性要求と適合させながら、高性能MOSFET 用の酸化-窒化物ゲート誘電

体材料を < 1.0nm E.O.T まで延長  

高性能、低使用電力及び低待機電力型MOSFET用high-κゲート･スタックの材料およ

びプロセス導入とプロセスインテグレーション 

例えば、歪層を用いることによりチャンネル移動度を高めたCMOSインテグレーション 

ドープトポリシリコン･ゲート電極からのボロン抜けの制御  

デュアル-ドープトポリシリコン電極の空乏化を最小化する 

（期間の終点まで）適切なワーク･ファンクション（work function）を備えたデュアル-メタ

ル･ゲート電極の導入 

ゲート絶縁膜厚およびゲート・スタックの電気的特性と材料特性の把握に関する計測

課題 

CD(Critical dimension)および実効チ

ャネル長（Leff）の制御 

リソグラフィ･プロセスとエッチ･プロセスを合わせて 3σで<10%全体制御を維持しなが

ら、レジストに露光された機能サイズよりも小さい物理ゲート長をもたらすゲート･エッ

チ･プロセスの制御 

孤立したラインならびに密集したラインの各パターンについて、プロフィル形状、エッ

ジ粗さ、ライン幅、スペース幅の制御  

自己位置決め型ドーピング･プロセスの制御と Leff制御達成の熱活性化バジェット 

新規ゲート･スタック材料およびプロセスへの移行段階の全体にわたる、CD とプロフ

ィルの制御のメンテナンス 

CD およびエッチの計測 

有効なリソ焼付け保証するフラットネス 

新規メモリ材料およびプロセスの導

入と CMOS インテグレーション 

High-k DRAM キャパシタ誘電体膜の開発と導入 

シリコン-絶縁膜-メタルから メタル-絶縁膜-メタルへの DRAM キャパシタ構造の移行 

FeRAM 強誘電性材料のインテグレーションとスケーリング 

フラッシュのポリ間絶縁膜とトンネル絶縁膜のスケーリングは high-k 材料を必要とする

可能性がある。 

High-k 材料と強誘電体材料の温度安定性の限界 

CMOS インテグレーション 
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表面およびインタフェース－構造、

組成、汚染の制御 

チャネル/ゲート絶縁膜界面ならびにゲート絶縁膜/ゲート電極界面の汚染、組成、構

造の制御 

DRAM キャパシタ構造の界面制御 

フルフローCMOS 処理全体にわたる表面および界面の完全性維持 

開始材料およびプレ-ゲート･クリーン表面について、非常に低い欠陥濃度をもつ表面

の統計的に重要な特性を把握 

スケール化したMOSFET ドーパント

の導入と制御 

理想的なチャネル抵抗(=Vdd/Ion)の 17–33%未満である寄生抵抗をもつ浅いソース／ド

レイン領域を達成するドーピング･プロセスと活性化プロセス  

許容オン電流（Ion）と最小限のショート･チャネル効果との整合性をとりつつ、寄生キャ

パシタンスをゲート･キャパシタンスの 23–29%未満とする寄生キャパシタンス制御 

活性化したドーパントの濃度をデュアル-ドープトポリシリコン･ゲート電極内の固溶度

よりも大きくすることの達成 

浅いソース／ドレイン領域全体にわたる、連続的な自己位置決め型シリサイド･コンタ

クト（silicide contact）の形成 

2D ドーパント･プロフィル化に伴う計測課題 
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フロントエンド･プロセスの困難な技術課題（続き） 

MPU/ASIC物理ゲート長 <20 nm、 
2009年以降 

課題の要約 

プレナーCMOS デバイスの継続的な

スケーリング 

温度制約を含む、high-k ゲート絶縁膜材料 

適切な仕事関数を備えたメタル･ゲート電極 

クラッド結合（clad junction）のシート抵抗 

CD および Leffの制御 

化学的、電気的、構造的な各特性の把握 

非標準型ダブル･ゲート MOSFET デ

バイスの導入と CMOS インテグレー

ション  

2011 年から使用開始が必要となり、2007 年までに必要となる可能性があるデバイス

（これはスタンダード CMOS について high-k 材料及びメタルゲートのバックアッ

プ） 

最適デバイス･タイプの選択と特性把握 

プレーナ MOSFET を含む他のデバイスとの CMOS インテグレーション 

新規FEP ユニット･プロセスの導入、特性把握、生産成熟化 

デバイスおよび FEP プロセスの計測 

長期研究への資金の増加 

従来と異なる新構造CMOS における SOI 構成の役割 

直径300 mm を超えた開始シリコン代

替材料が 2003 年にウェーハ製造開

発が開始されることが必要 

将来の生産性向上への要求は、次世代の大型シリコン基板材料の必要性を求める  

歴史的な傾向は、新規の開始材料が現世代基板の面積倍増（即ち 450 mm）となる

ことを示唆している 

現行の Czochralski 結晶引き上げ、ウェハのスライシングとポリシングなどの各プロ

セスの経済性には、300 mm を超えると問題が出てくる。バルク･シリコン代替の低

コスト基板に関する研究を必要とする 

現在予測されるように2011年に450 mmウェハを量産しようとすれば、ウェハ製造開

発はそれより 8 年早く、即ち 2003 年に実施に移されるべきである。 

新規のメモリ･ストレージ･セル、ストレ

ージ･デバイス、メモリ･アーキテクチ

ャ 

6F2を超えた DRAM ストレージ･キャパシタのスケーリング 

フラッシュ･メモリのポリ間およびトンネルの酸化膜厚のさらなるスケーリング 

FeRAM ストレージ･セルのスケーリング  

新規のメモリ･タイプとストレージ概念の導入 （候補: 2010 年には MRAM と

phase-change memory, 

2010 年より先には単電子、分子、ナノ-フローティングデバイス） 

表面と界面の構造的汚染、および組成

制御 

チップ表面に対して水平または垂直である、表面と界面の構造、組成、汚染の制御

の達成とメンテナンス 

チップ表面に対して水平または垂直である、表面の計測と特性把握 

チップ表面に対して水平または垂直である、表面と界面での統計的に意味のある特

性の把握の達成 
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リソグラフィ 

2009 年 ≥50 nm までの 5 つの困難な課題 課題の要約 

解像力向上のための光リソグラフィマスク

と光以降のリソグラフィ用マスク 

位置精度、線幅精度、欠陥密度、157nm用ペリクル、そして無欠陥EUVマスクと

EPL マスク 

装置のインフラ整備 (描画装置、検査装置、リペアー等) 

コスト抑制と投資利益率(ROI: Return on 

Investment) 

装置価格と生産性を現在と同等以上に維持する 

採算に合う RET 対応光マスクと光以降のリソグラフィ用マスク 

十分なライフタイムを持つリソグラフィ技術 

複数のリソグラフィを同時に開発できる開発体制 

高輝度、高効率の EUV 光源 

プロセス制御 ゲート寸法ばらつきを 1.8 nm (3 σ)以下に制御するプロセス技術 

< 19 nm 総合重ね精度を達成するための新規あるいは改良されたアライメント

技術と重ね合わせ技術 

OPC (Optical Pattern Correction) 精度 

ArF、液浸、F2 用レジスト アウトガス、LER、SEM 照射による寸法変化、欠陥サイズ ≥ 30 nm. 

蛍石(CaF2) 歩留まり、価格、品質 

2010 年 <45 nm 以降の 5 つの困難な課題   

マスク製作とプロセス制御 無欠陥NGL 用マスク 

装置のインフラ整備 (描画装置、検査装置、リペアー等) 

マスクプロセス制御方法 

計測と欠陥検査 7nm の線幅への対応、7.2nm までのオーバレイを計測する技術、およびパター

ンが形成されたウェハ上での <30nm の欠陥検査 

価格維持と ROI 

 

装置価格と生産性を現在と同等以上に維持する 

採算に合う光以降のリソグラフィ用マスク 

十分なライフタイムを持ち業界の ROI を満足するリソグラフィ技術 

ゲート寸法制御の向上とプロセス制御とレ

ジスト材料 

 

LER を適正に保持してゲート線幅ばらつき <1 nm (3 sigma)を達成できるプロセ

スの開発  

<7.2 nm の総合重ね合わせ精度をそれぞれの次世代リソグラフィ技術で達成す

るための新規アライメント技術と重ねあわせ技術の開発 

量産用装置 ロードマップの要求する時期に合った次世代露光装置の開発 

SEM—scanning electron microscope 
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配 線 

５つの困難なチャレンジ 

 ≥ 45 nm、 2009 年まで 
課題の要約 

必要とされる配線抵抗率を達成し、低誘電率材料

との整合性の良い新規材料の導入* 

必要とされる配線抵抗率を達成し、低誘電率材料との整合性の良い新規

材料/プロセスの早急な導入はインテグレーション、材料評価のチャレン

ジとなる。 

新規材料、プロセス使用に適した量産性の高い配

線構造の創出* 

インテグレーションの複雑化、CMP ダメージ、レジストポイゾニング、誘

電率増大劣化。多層配線とパッケージの一体化検討の不足。 

信頼性スペックの達成 新規の材料、構造、プロセスは新しいチップ信頼性（電気的、熱的、機械

的）問題をもたらす。故障検出、テスト、モデル化、不良メカニズムの構

築が重要となる。 

配線構造の三次元形状制御が回路機能と信頼性

スペック達成に重要 

ラインエッジラフネス、トレンチ深さ/形状、ビア形状、エッチでの寸法シフ

ト、洗浄や CMP による形状変化が対象。新規材料、機能サイズの縮小、

パターン依存型プロセスなどが影響。 

体のコスト/性能に似合った製造容易性と欠陥制御 機能サイズが縮小するにつれ、配線プロセスはデバイス･ロードマップに

適合し、特定のウェーハ･サイズの生産目標を果たさなければならない。

プラズマ損害、汚染、熱バジェット、高A/R 機能のクリーニング、欠陥耐

性プロセス、制御ウェーハの廃止/減少が主要な関心事である。適切な

個所では、グローバルな配線および実装での関心事に集積化で対応す

るだろう。 

５つの困難なチャレンジ<45 NM / 2009 年以降 課題の要約 

線微細化におけるサイズ効果 配線、ビア部のエ側壁ラフネス、空孔による微小断線、バリア、銅配線表

面ラフネスなどによる電子散乱による配線抵抗の増加 

線構造の三次元形状制御 ラインエッジラフネス、トレンチ深さ/形状、ビア形状、エッチでの寸法シフ

ト、洗浄や CMP による形状変化が対象。配線の多層化にともない、新規

な材料導入、微細化、特異パターンに対応したプロセス構築が必要。 

領域サイズにおけるパターニング、洗浄、配線埋め

込み 

微細化にともない、高アスペクト比構造でのエッチング、洗浄、配線埋め

込みがより困難となる。特に低誘電率デユアルダナシン配線構造や、Ｄ

ＲＡＭでのナノ領域構造で顕著。 

新規構造素子を実現できる配線構造などを含めた

新規なプロセス、構造のインテグレーション 

新規構造の製作に使われる、材料とプロセスの組合せは統合の複雑性

をもたらす。レベル数の増加は熱-機械的影響を悪化させる。新規/アク

ティブ･デバイス配線に組込む可能性がある 

グローバルな配線スケーリング課題に対応する解

決策の特定* 

伝統的な配線スケーリングはもはや性能要求を満足しなくなるだろう。銅

と低κ材料以外の解決策の定義と探索は、加速した設計、実装、非既

存型配線と組み合わさって、材料改革を必要とする。 

 * 配線技術における上位３つのチャレンジ 
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ファクトリ･インテグレーション 

課題 

 ≥ 45 nm/ 2009 年まで 

課題の要約 

急激に変化する複雑なビジネス

要求対応 

多くのビジネスモデルの並存（ＩＤＭ、ファンダリ、ファブレス、ジョイントベンチャ、協業、ア

ウトソーシングなど） 

 新製品や量産製品の納期短縮要求の増大 

 設計から製造までのトータルなプロセス統合の改善の必要性 

 早い設計→プロトタイプの繰り返し→量産 

 アウトソーシングを使用しているときの顧客へのビジビリティの増加 

 急激な環境変化の中で競争力を保つために、工場の立上げ期間や、装置、プロセスの立

上げ期間の短縮 

 ニーズが急激に変化するＳＯＣにおける 30 以上のマスクを使うシステム構築 

 ビジネス要求の変化によって必要になる急な、たびたびの計画変更 

 工場のアウトプットを最適化するための工場能力モデリング力 

 工場の稼働率を高く保つための装置への定常的な製品着工調整能力 

 グローバルに展開した工場群をあたかも一つの工場として動かせるようにする要求 

マージンが減少している中で難

しくなっている目標の達成 

コスト目標にマッチングするため、上昇するウェハ、組み立てやその他の材料コストへの影

響 

 立上げ時点で、高歩留をより早く達成 

 品質確認のコストを増加させないで、複雑化しているプロセスに対応 

 サプライチェーンに跨る複雑性やムダの削減 

 製品ウェハに匹敵する量の非製品ウェハ（ＮＰＷ）による非効率性 

 手に入る価格にしようとしている新規設計のマスクセットの高コスト、長納期 

 製造の非効率に起因するマスクや装置問題の増加 

 マスクセットを共有化する挑戦 

 チップサイズやコスト効果のために年当たり７０％の割合でシュリンクしているトランジスタ

のトレンドを保つ難しさ 

工場の複雑性の増大管理 プロセス技術の急激な変化に対応した、すばやく、効果的な統合 

 キャリアへの品種混載、ウェハへの製品混載、組み立てでの要素機能混載の管理 

 プロセスや材料に対する増加する清浄度の要求への理解 

 同一工場にアルミと銅が流れる要求 

 複数のプロセスと製品が流れると同時に、プロセス工程数の増加 
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 新しく大きなソフトシステム群を、増加する高い依存関係のあるシステム群と同時に管理す

る要求 

 プロセスとモデリングの要求によって爆発的に増加しているデータ収集と解析要求 

 ウェハレベルやチップレベル・トレーサビリティ要求の増加 

工場や装置のロードマップに沿

った信頼性、性能や生産性

の達成 

プロセス装置の稼動可能率、ランレイト、稼働率目標がローダマップ目標未達成 

 工場の運用を保つための装置やシステムの個別や統合化された信頼性 

 密接に統合化された複雑な工場において一つの問題が及ぼす影響の増大 

 製造装置の内部制御の品質課題 

 最適化や問題の改善をするために装置や工場の有効性をはかるデータの欠如 

 工場の能力計画やサプライチェーンマネージメントシステムは、実際の工場データが起こ

すエラーによって無停止にならない。 

 古い非効率なシステムから新しい効率的なシステムへの移行を妨げているマイグレーショ

ンパスの欠如 

 

ファクトリ･インテグレーション（続き） 

課題 

 ≥ 45 nm/ 2009 年まで 

課題の要約 

生産性の良い最先端の工場の汎用

性、多世代活用性、拡張性要求の

達成 

装置、ファシリティ、スキルを再使用しながら、新しいプロセス技術に対してすばやく

切り替える要求 

 新しい技術に工場を切り替えるときに、工場の稼動ダウンの最小限化 

 ５０ｋ枚／月の 300mm 工場に達成するための拡張的立上げ 

 スループットとサイクルタイムの継続的改善 

 多世代の技術ノードに跨る、建屋、製造・サポート装置や工場の情報・制御システムの

再利用 

 ＥＦＳ（Extendibility、Flexibility、Scalability）を実現するまでの事務的コストの理解 

 200mm の工場を 300mm の工場に切り替える能力 

 プロセスや材料の清浄度要求に対する深い理解 

 産業界の要求に合った標準化早さの加速 

６５ｎｍ、45nm ノード時代での量産規

模でのプロセス装置の稼動の達成」 

多くのプロセスモジュールにおいて、65nm＆45nm 技術ノード時代のプロセスのバラ

ツキに対する許容限界やプロセス目標の厳しさは、プロセス制御の難しさを増加させ
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ている。 

 工場へ次世代のリソグラフィ装置をまとめて導入することの複雑さ 

 シュリンクのための包括的な開発・量産の実行計画 

 デバイスやプロセスの複雑性は、特定のプロセス領域の機能問題をトレースすること

を難しくする。 

 制御条件とサイクルタイムの目標を保ちながら、それぞれのウェハに対して違うプロセ

スパラメータを実行することの困難さ 

 パラメータ多様性の影響の減少 

環境課題でのグローバルな制限 異なる地域での規制に対応する要求 

 ビジネス要求に対応しながら、なお且つ、いくつかの国における技術的制限事項に

対応する要求 

 厳しいＥＳＨコード要求への深い理解 

 除外化学物質や制限された材料 

 新材料の導入 

2010 年から 2018 年まで 課題の要約 

現在の CMOS プロセス以降における

製造の不確かさ 

従来の CMOS に代わる新しいデバイスのタイプの不確実性やそれらの製造がもたら

す工場設計への影響 

 低いリスクでの移行ができるため、新デバイスの特定、プロセス技術や工場設計の創

造の時間的不確実性 

 与えられたチップサイズやコスト目標のために、７０％のトランジスタシュリンクを毎年

続ける潜在的困難性 

 同一の工場で現在のＣＭＯＳも次世代のデバイスも流せる要求 

発展段階の工場の論理的枠組みと次

のウェハサイズへの移行 

次世代のウェハサイズ 450mm やその切り替え時期に対する不確実性 

 次世代のウェハサイズへの切り替えのためには、現在のキャリア25枚の方式はとれな

いかもしれない。また、製造装置や搬送に重大な影響がでるだろう。 

 可能なコストで450mmへの移行を可能とするやめに、どのように建屋、装置、システム

の再使用を行うかの不確実性 
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アセンブリとパッケージング 

困難な技術課題 ≥ 45 nm / 2010 年まで  課題の概要 

有機サブストレートの改善 鉛フリーはんだ工程に対応したガラス転位点温度 

低コストでの配線能力 

高周波分野対応のためのより低い誘電損失とインピーダンス制御の

改善 

高温度処理での低ソリ化、平坦性の改善 

低吸湿率 

低コストの受動素子内蔵化 

サブストレートコストは、現在、フリップチップの採用拡大の障壁となっ

ている。 

サブストレートコア中のビア密度の増加 

信頼性を改善するための代替めっき技術 

有機基板におけるフリップチップのアンダー

フィルの改善 

熱特性と部品間の熱的整合性 

SMT、各種半導体、サブストレートを信頼性良く集積出来る材料 

薄チップ、積層チップ、大サイズ、小チップ、受動部品内蔵、表面弾

性波素子、被覆された接続プロセス 

ギャップの狭隙化 

バンプの高密度化 

チップ、パッケージおよびサブストレート

の協調設計を実現するための設計ツー

ルとシミュレーターの整合 

ミックスド・シグナル協調設計とシミュレーション環境 

遷移熱解析及び熱応力統合解析のための統合解析ツール 

電気的（電力妨害、EMI、高周波時の信号完全性、低電圧スイッチン

グ） 

商業的 EDA 供給業者の支援 

システムレベルでの協調設計が現在必要。本ロードマップを実現する

ためには、「本来の」エリアアレイのための EDA 支援が要求される。 

これらの技術・要求事項に対応する技術者を養成するための教育プ

ログラムが必要である。 

銅配線/Low ｋ材のパッケージングへの

影響 

銅への直接ワイヤボンディングまたはバンプ 

Low k 誘電体を実用化するためのバンプとアンダーフィル技術 

誘電体の機械的強度の改善 

境界面の接着力 

Low k 材を１次レベル接続の信頼性 

実現に必要な重要特性の測定方法 

銅配線や Low k 材上への低ダメージプローブ測定とプローブ圧痕上

へのボンディング 
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高電流密度パッケージ エレクトロマイグレーションは、より大きな制限因子となる。熱応力信頼

性解析と共に、材料の変更も必要である。 

ウィスカの成長 

熱放散 

 

 

アセンブリ＆パッケージング困難な技術課題 (続き) 

困難な技術課題 <45 nm/Beyond 2010 課題の概要 

チップコストの低減に対応出来ないパッケージコ

スト低減 

コスト低減を実現するための必要な投資をパッケージング

にかける余裕が無い。 

多ピン、高消費電力、高周波対応の小チップ 現在のアセンブリ＆パッケージング技術の能力を超えた電

流密度や動作温度など。 

高周波用ダイ >20 本／mm の基板配線密度 

低誘電損失－10GHz 以上での表皮効果 

“Hot spot”の放熱対策は 2007 年前に要求される。5µｍの

L/S 実現には技術的壁がある。将来のパッケージの放熱

設計の可能性に関しては、設計ＴＷＧは上限を持つべき

である。 

サブストレート技術とチップのギャップの接近 シリコンデバイス相当の接続密度（シリコデバイスの I/O 密度

の増加はプリント基板技術より早） 

2005 年以降、サブストレート製造技術は、シリコンデバイス

のような製造技術を必要となる。 

集積回路、受動素子およびサブストレートのシス

テムレベルの設計能力 

システム設計と多数の会社に渡る製造の分離は、性能、信頼性と

複雑なシステムのコストに対して要求される最適化を非常に困難

にする。情報を移動する機構とともに、情報の型式と情報の質の

管理に対する複合化された基準が要求される。 

サブストレートと同様に、バンプの中への受動素子の内蔵も 2007

年前の課題である。 
新パッケージング技術を必要とする新デバイス（有機デ
バイス、ナノ構造デバイス、生物デバイス） 

有機デバイスパッケージングの要求事項は未検討である（チップ
がパッケージを育てるだろう）。 

生物的なインターフェイスは新しいタイプのインターフェイスを必

要とするだろう。 

バンプレスエリアアレイ技術が必要となる。FACE TO 

FACE パッケージや３次元パッケージが一例である。高

周波、低消費電力、低背化が駆動力となる。 

 

SIP は記載されているが、しかしロードマップはシステム・パッケージングの重大な問題は扱わない。システム設計者と設計ツ

ールはこれらの代替を期待する必要がある。 
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Environment, Safety, and Health 
 

５つの困難な技術課題

>50 nm/ 2009 年以前 
問題点と必要性のまとめ 

 
化学薬品、材料  
そして設備の管理 

新しい化学物質のアセスメント 
新規化学物質 (あるいは以前の技術からの継承であるが、新しい規制に直面している 
化学物質)を製造工程の実施を遅らせることなく製造工程で利用される一方で、健康、 
安全、環境を保護するための良質で、迅速な評価方法の必要性 

化学物質データ収集 
化学物質の安全、健康、環境に関する指標について文書化し、利用できるようにする 
必要性 

化学物質の削減 
技術要求を満足する製造工程を開発する一方で、有害性物質を環境に優しい物質で 
置き換えること並びにより効率的でコストイフェクティブな工程管理をすることによって 
化学物質の使用量を削減することによって健康、安全、環境に与える影響を減らす 
必要性 

環境管理 
装置の処分や製造工程から出る有害性、非有害性残留物に関する問題を解決する 
ために、実効的な管理システムを開発する必要性 

 
資源の節約 天然資源の節約 (エネルギー、水) 

（装置・材料）メーカの最適化検討, ベンチマーク調査や最適な既知方法から分かって 
いるエネルギーや水の削減対策を実施する必要性 

革新的なエネルギーや水を効率的に利用できる製造装置の設計を継続して行うこと 

化学薬品や材料の使用 
化学薬品や材料のより効率的な利用の必要性 

資源のリサイクル 
資源の再使用とリサイクルの増加 

維持可能な成長 
天然資源に与える影響を低減しながら半導体の製造を拡大し続けること 

 
作業者保護 装置の安全 

人間工学的に適切で、安全な装置の設計を継続する 
メンテナンス作業において人間工学の面から見てストレスを与える要素並びに 
健康や安全面におけるリスクを最小化すること 

化学物質の暴露に対する保護 
化学薬品、材料、製造工程そしてメンテナンス作業時に発生する副生成物の健康や 
安全面における指標に基づいた知見の増加、化学物質暴露の可能性を排除する設計 
そして保護具（PPE）の必要性 

 
気候変動の緩和 
(地球温暖化防止 
を含む) 

製造装置のエネルギー使用量の削減 
エネルギー効率の良い製造装置を設計する必要性 
製造設備（ファシリティ）のエネルギー使用量の削減 
エネルギー効率の良い製造設備システムを開発する必要性 
  地球温暖化係数（GWP 値）の高い化学物質の排出削減 
地球温暖化物質を使用する工程からの排出を削減する方法に関する改善の更なる継続 

 
ESH に対するデザイン 
(DFESH) 

ESH に対する影響を評価し、定量化すること 
工程、化学物質そして製造装置の ESH に与える影響を評価し、定量化する 
ための、また新しい装置や工程を開発する際の ESH デザインパラメータを 
作るための組み合わせ方法の必要性, 

 



28  主要な技術課題／困難な技術課題 
 

 

THE INTERNATIONAL TECHNOLOGY ROADMAP FOR SEMICONDUCTORS:  2003 

 

ESH Difficult Challenges (continued) 

５つの困難な技術課題  
<50 nm/ 2009 より先 問題点と必要性のまとめ 

 
化学薬品、材料 そして設備の管理 化学薬品の使用に関する情報 

化学物質を規制する法的な要求事項を理解する必要性 
半導体製品の物質に重点を置いた理解しやすい LCA（ライフ   
サイクルアセスメント）の必要性 

 
資源の節約 水、エネルギー、化学薬品、材料の使用量の削減 

資源維持とグリーン製造ラインを指向した資源効率の優れた 
製造工程や設備支援装置の必要性 

 
作業者保護 装置の安全 

工場の自動化システム、ロボット工学、装置のメンテナンス 
のためのサブシステムの分離（例えばクラスタツール の LOTO 
コンポネント）に対する重要度の更なる強調 

 
気候変動の緩和 
(地球温暖化防止を含む) 

エネルギー使用量の削減 
気候変動を最小に押さえ、遅らせるためにエネルギーの 
使用量を削減することの重要性が高まること 

地球温暖化係数（GWP 値）の高い化学物質の排出削減 
地球温暖化化学物質の排出を削減する世界的な自主規制が 
継続すること 

 
ESH に対するデザイン 
 (DFESH) 

ESH に対する影響を評価し、定量化すること 
新しい装置や製造工程の設計や開発する際に ESH が取り 
込まれるようにすること 
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Yield Enhancement 
 

困難な技術課題 45nm ノード／2009 年以前 問題の内容 
製造やテストのための設計（DFM, DFT）とシステマチッ

ク歩留り（SMLY） ― IC 設計はプロセス能力を最適

化していなければならず、テストや診断が可能でなけ

ればならない。これまでの歩留り立上げを将来も達成

するには、システマチック歩留りの理解が絶対に必要

である。 

プロセスと整合した設計、製造のための設計、テストのための設

計、診断のための設計、システマチック歩留りモデルの開

発。 
 

高アスペクト比パターン検査 ― 高速で低価格な装置が開

発されなければならない。この装置では、高アスペクト比

のコンタクト／ビア／トレンチ部にあるグランドルールの

1/2 のサイズの欠陥が検出できる必要があり、特に底や底

付近の欠陥を検出できる必要がある。 

ビアの底にエネルギーが届きにくいことと検出系へ情報が戻っ

てこないこと。ウェハあたりのコンタクトとビア数が多いこと。 

絶えず微細になっている歩留りに影響する欠陥の検出 ― 
対象になるサイズが絶えず縮小する欠陥を、高スループ

ットかつ高捕捉率で検出できる装置が必要である。 

LER(Line Edge Roughness)、ACLV(Across Chip Line width 
Variation)、微妙なプロセス変動。どこまでがプロセス変動で

どこから欠陥発生なのか？プロセス変動から欠陥を分離する

ために S/N 比の改善が必要。 

見えない欠陥の原因究明― 見えない欠陥が検出される

場所を特定するために、不良解析のための装置と技術が

必要。 

電気的不良になる多くの欠陥はインラインでは検出されない。 

困難な技術課題 45nm ノード／2010 年以降 問題のまとめ 
新材料とそのインテグレーションを考慮した歩留りモデル 

― モデルはパラメータに対する感度の向上、複雑なイン

テグレーションの問題、超薄膜の品質、回路設計の影響、

搭載トランジスタ数の増加等を考慮に入れる必要がある。 

新しい技術ノードのためのテスト構造開発。複雑なインテグレー

ション問題への取組み。超薄膜の信頼性モデル。増大するト

ランジスター搭載密度を考慮に入れてフロントエンドプロセス

（FEP）のスケーリング方法を改善すること。 

欠陥検出 ― 検出と同時に多種類のキラー欠陥を区別す

ることが、高い欠陥捕捉率と処理速度達成のために必要

である。 

現存技術は感度のために処理速度を犠牲にしているが、予想さ

れる欠陥レベルでは処理速度と感度を両立させることが統計

的有意性を確保するために必要。問題となる寸法でパーティ

クルを検出する能力は無いかもしれない。 

不純物量と歩留りの相関 ― 使用方法および液体／気体

の種類と標準テスト構造／製品歩留りとの相関。 
各材料ごとに使用方法を確立すること。歩留り／パラメータに及

ぼす影響を調べるための標準検査方法を決定すること。 
歩留り向上と成熟歩留り ― プロセスの複雑さが増し、後続

の技術ノードでの歩留り向上サイクル数が減少する中で、

これまでの歩留り立上げ速度と到達レベルを実現すること

が困難になっている。 

長く複雑なプロセスのために、これまでのような歩留り立上げが

困難になっている。加えて、歩留り問題への影響が予想でき

ない新材料が導入される。歩留り習熟サイクルを短くするよう

な新しい装置と手法が必要である。 
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計測 

5 つの困難な技術課題 45nm ノード／ 
2009 年以前 

問題の内容 

工場および会社規模での実時間／その場／統合され

た／インライン計測；頑丈なセンサ（robust sensors、
訳者注：測定精度に余裕があり、環境の変動などに

強いセンサ） およびプロセスコントローラの開発；セ

ンサの追加統合が可能なデータ管理。 

プロセスコントローラおよびデータ管理の標準規格が必要である。

大量な生データを歩留り向上に有用な情報に転換することが必

要である。トレンチエッチング時の終点検出、イオン注入時のイ

オン種／エネルギー／ドーズ量（電流）、および RTA 処理時の

ウェハ温度に対して、より良いセンサの開発が必要である。 

シリコンウェーハ（starting materials）製造やデバイス製造

での計測技術はSOIのような新しい基板の導入によ

って影響を受ける。シリコンウェーハで問題となる量

の不純物検出（特に微粒子）、およびウェハ周辺部

の検査不能領域の削減。CD、膜厚、欠陥検査は薄

い SOI の光学的性質や電子・イオンによる帯電によ

って影響を受ける。 

現行のままでは、ロードマップの目標レベルを達成できない。極微小

粒子の検出とサイズ分類が必要である。SOI ウェーハに対する性

能向上が必要である。課題は、SOI構造による余分な散乱と表面の

品質に起因する。 

ダマシンのような高アスペクト比技術を制御するための

計測技術。重要な要求は、寸法制御、Cu 配線中の

ボイド検出、それにパターン形成後の低誘電率

(low-k)膜中のポアサイズ分布とキラーポアの計測。 

プロセス制御に必要とされる新しいニーズが不明確である。たとえ

ば、新しい低誘電率(low-k)材で作られたトレンチ構造の 3 次元

（CD と深さ）測定が必要であろう。側壁の凹凸は、配線やビア構

造でのバリア膜の品質と電気特性に影響する。 
複雑な積層材料の測定、および界面における物理的性

質や電気的性質の計測。 
制御された薄膜と界面層を含む新high-kゲート／容量誘電膜、配線

バリアのような薄膜と low-k 誘電膜、およびその他のプロセスニ

ーズに対応する標準試料／標準物質と標準測定方法。ゲートや

容量誘電膜の光学的測定結果は広い領域の平均であり、界面

層の評価・解析が別に必要になる。歪SiやSOIでのゲートスタッ

クに対するキャリア移動度評価が必要になるだろう。バリア層に

ついても同様である。高周波域での誘電率測定は周波数依存

性がないことが判ったので、もう必要性は高くない。 

測定用のテスト構造と標準試料／物質。 特にスクライブ線において、テスト構造に割当てられる面積は縮小し

ている。スクライブ線上にあるテスト構造ではチップ内の特性変

化と相関が取れないという懸念がある。重ね合せその他のテスト

構造はプロセス変化に敏感であり、テスト構造はスクライブ線上

とチップ内の対応が取れるように設計を改善する必要がある。適

切な標準物質を作るために、標準化機関は最先端技術を用い

て開発や製造の能力を向上させる活動に早急に着手する必要

がある。 

5 つの困難な技術課題 45nm ノード／ 

2010 年以降 
問題の内容 

ウェハおよびマスクに関する 3 次元構造の寸法測定／

重ね合わせ精度測定／欠陥検出／解析に使用す

る非破壊の生産用顕微鏡観察技術。 

表面帯電およびコンタミネーションは SEM 像形成時の障害となる。

寸法測定ではパターン側壁の形状を考慮しなければならない。

ダマシンプロセスにおけるトレンチ構造の寸法測定が必要であ

る。ステッパの焦点と露光量、エッチバイアス（エッチ後寸法とレ

ジスト寸法の差）などのプロセス制御は高精度化と 3 次元対応が

必要。 

チップ内特性を測ることでチップ間やウェハ間ばらつき

を反映できるような新しい計測法を考える必要があ

る。 

デバイス縮小に伴って、テスト構造を変えた場合の特性とチップ内

の特性との相関を取るのが難しくなっている。 

統計変動が顕在化する 45nm ノード以降でのプロセス

制御。 
自然現象としてのゆらぎが計測を制限する領域では、プロセスを制

御することが困難となろう。たとえば、低ドーズのイオン注入、薄

いゲート絶縁膜、および極微細構造でのエッジラフネスである。 
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デバイススケールでの構造や組成の解析。 界面層制御、ドーパント位置、元素濃度に関して、デバイススケール

との対応が取れるような材料評価や計測方法が必要。一例は、

3D のドーパントプロファイル測定。 
デバイス構造と配線技術が明確にならない段階で製造

における計測を決める必要がある。 
現在のトランジスタに代る新デバイス構造や Cu 配線に代る材料が

検討されている。 
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モデリングとシミュレーション 
困難な技術課題 
<45nm/2010 まで 

 
内容の要約 

5-40GHz 製品向け高周波回路用

のモデリング 
フルチップのインターコネクト遅延の効率的抽出、シミュレーション技術 
特に伝送線と S パラメータの正確かつ 3 次元のインターコネクトモデル 
非定常状態，基板ノイズ，寄生結合効果を含む高周波回路モデル 
RF 測定でなく数値シミュレーションを援用したパラメータ抽出技術 

ナノスケール構造に関するフロン

トエンド・プロセスのモデリング 
Ｓｉ基板，即ちＳｉ，SiGe:C(応力効果を含む)，SOI，極薄基板の低温熱処理における拡

散/活性化/ダメージのモデルとそのパラメータ 
極浅接合/形状かつ低ドーパント濃度向けの評価用のツール/計測技術 
バルクと界面でのドーパントや点欠陥の挙動に関する，原子レベルから流体的なモデ

ルに至る階層的なモデル 
堆積･エッチング工程で形成され

る形状に与える製造装置の影響に

関するモデリング 

基本的な物理的性質に関するデータ(反応定数，反応断面積，表面化学的な定数)；反

応機構，複雑な反応系を簡素化したモデル 
素子サイズの形状と製造装置が連携したモデル 
ＣＭＰモデル(ウェーハ全域，チップサイズレベル，パターン依存性効果) 
分子線CVD，プラズマ増速CVD，原子層堆積技術(ALD)の各モデル 
複数世代に適用可能な製造装置とウェーハのモデル 

次世代リソグラフィ技術NGL(Next 
Generation Lithography)を含むリソ

グラフィに関するシミュレーション 

マスクの最適化を含めた，超解像光学技術に関するモデル(マスク像の修正(OPC)，位

相シフトマスク(PSM)) 
エッジラフネス，エッチング耐性，機械的安定性の扱いに対応した予測能力を持つレ

ジストモデル 
多世代にわたってシミュレーション可能なリソグラフィシステムのモデル 

究極のナノスケール CMOS に関

するシミュレーションの可能性 
CMOS の限界予測に使える計算手法 
量子力学を取り入れたシミュレーション技術 
伝統的なプレーナ構造 CMOS 以降の素子設計や素子性能評価が可能なモデルや解

析手法 
極薄絶縁膜の物性・電気特性に関する，現象論的なモデル 
素子構造やドーパントの統計的な揺らぎが与える影響に関するモデル 

インターコネクトとパッケージング

に関する熱的･機械的･電気的な

モデリング 

low-κ，high-κ，伝導材料とその加工での熱的･機械的，電気的特性に関するモデル 
パッケージ化後の素子の信頼性，即ち応力起因のボイド発生，エレクトロマイグレーシ

ョン，ピエゾ効果，表面粗さ，脆性，密着性 
困難な技術課題 
<45nm/2010 以降 内容の要約 

新材料の電気的特性と工程に関

する特性のモデリング 物性，プロセス条件，デバイスやインターコネクトへの新材料の振る舞いの理解のため

の計算による材料科学用のツール。特に以下の事柄を含む： 

ゲート・スタック，誘電率の予測可能なモデリング，バルク分極電荷，界面準位，信頼

性，降伏現象，バンド構造を含むリーク電流，工程・材料・構造などに基づくトンネル電

流 
より物理的であり統計的現象に関

する処理がしやすいコンパクトモ

デル 

プロセス決定前段階での統計的効果（相関を含む）に関する計算効率に優れた計算方

法，量子輸送/非散乱輸送などの効果をコンパクトモデルに含めること。 

ナノスケールのモデリング 新たなナノ構造素子（ナノワイヤー，カーボンナノチューブ，量子ドット，分子エレクトロ

ニクス）の開発用プロセスモデリング用のツール 
ナノ構造素子（同上）解析用のデバイスモデリング用ツール 

オプトエレクトロニクス素子の 
モデル 

電子と光学の結合システム，光インターコネクトのモデル，半導体レーザーのモデル 
電子と光学をインテグレートしたシステム用の設計ツール 

 


